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 （  ）内は前年度

　 総件数   　           　  　　　３７８件 （　 　　　  ３８７件   対前年比   97.6％）

総　額　　　　    ４６３,３９０千円 （  ４３６,３３０千円   　 〃          106.2％）

    　  交付額    ４３９,０３０千円 （  ４０９,０２０千円　　 〃       107.3％）

　　　　加算額　　　３,３９０千円 （  　　６,３３０千円　　 〃         53.5％）

    　  事務費    　２０,９７０千円 （　  ２０,９８０千円　      〃         99.9％）

区　分

Ⅰ 馬主協会

札　幌 17 (21) 28,320 (26,600)
函　館 12 (20) 21,340 (19,860)
福　島 19 (19) 21,680 (20,390)
新　潟 22 (21) 21,070 (19,490)
中　山 20 (20) 27,100 (26,660)
東　京 30 (28) 32,360 (29,870)
中　京 14 (14) 21,950 (20,400)
京　都 24 (26) 29,040 (27,910)
阪　神 34 (31) 28,370 (26,230)
九　州 18 (15) 20,950 (21,240)

馬主協会　計 210 (215) 252,180 (238,650)
Ⅱ 府県 （38） 168 (172) 190,240 (176,700)
Ⅰ+Ⅱ    合計 378 (387) 442,420 (415,350)
Ⅲ   事務費 20,970 (20,980)
総合計 378 (387) 463,390 (436,330)

決定交付額（千円）

平成29事業年度   施設整備等助成金交付額内訳

  件数（件）

内 訳    
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番号
協 会
県 名 法　人　名 法人所在地 施　設　名 施設の種類 助　成　物　件 助成率

1 札　幌 （福）栗山ゆりの会 夕張郡栗山町 こんにちは 障グループホーム（障） スプリンクラー設置工事 4,644,000 2,500,000 53.8%
2 札　幌 （福）雨竜園 雨竜郡雨竜町 雨竜町暑寒の里 障害者支援 送迎用車両 3,280,000 1,640,000 50.0%
3 札　幌 （福）清水旭山学園 上川郡清水町 清水旭山学園 障害者支援 送迎・運搬用車両 1,550,000 960,000 61.9%
4 札　幌 （福）湯らん福祉会 旭川市 友愛苑 特養老 福祉車両 4,642,838 2,350,000 50.6%
5 札　幌 （福）地域で一緒に暮らそう会 河東郡音更町 地域サポートセンターえがお 生活介護・就労継支Ｂ（障） 足こぎ車いす 608,000 450,000 74.0%
6 札　幌 （公財）北海道盲導犬協会 札幌市南区 北海道盲導犬協会 盲導犬訓練 訪問・送迎用車両 2,200,000 1,360,000 61.8%
7 札　幌 （特非）札幌市福祉生活支援センター 札幌市北区 フードバンク札幌運営委員会 生活困難者支援 保冷車 1,564,774 1,000,000 63.9%
8 札　幌 （福）朔風 札幌市中央区 えるむ 就労移支（障） 避難用鉄骨階段・屋根改修工事 2,067,000 1,110,000 53.7%
9 札　幌 （福）北海道母子寡婦福祉連合会 札幌市中央区 北海道母子福祉センター 母子福祉センター 給湯管更新工事 3,132,000 1,950,000 62.2%
10 札　幌 （公財）ふきのとう文庫 札幌市中央区 ふきのとう子ども図書館 児童福祉 屋根雪止め設置・身障者用トイレ改修工事 2,808,000 1,750,000 62.3%
11 札　幌 （福）鷹栖共生会 上川郡鷹栖町 旭川ヒューマンサービスセンター 就労継支Ｂ（障） 小型蒸気ボイラー更新工事 4,449,600 2,500,000 56.1%
12 札　幌 （特非）ニムビン 旭川市 ニムビン 生活介護・就労継支Ｂ（障） トイレ増設工事 696,600 500,000 71.7%
13 札　幌 （福）刀圭会 帯広市 ななかまど 特養老 福祉車両 3,950,000 2,350,000 59.4%
14 札　幌 （福）萌寿会 留萌市 萌寿園 特養老 福祉車両 4,550,000 2,350,000 51.6%
15 札　幌 （福）なよろ陽だまりの会 名寄市 陽だまり 就労継支Ｂ・生活介護（障） 送迎用車両 3,066,000 1,900,000 61.9%
16 札　幌 （福）恵望会 恵庭市 恵望園はなえにわ 特養老 福祉車両 4,300,000 2,350,000 54.6%

47,508,812 27,020,000 56.8%
17 札場外 （福）ゆうゆう 石狩郡当別町 ａｍａｒｉｒｉｓｕ 児童デイ（障） 送迎用車両 2,150,000 1,300,000 60.4%

2,150,000 1,300,000 60.4%
合計 17  件 49,658,812 28,320,000 57.0%

18 函　館 （福）敬聖会 函館市 グループホームききょう 認知症共同（老） 暖房用ボイラー・暖房機更新工事 2,203,200 1,650,000 74.8%
19 函　館 （福）函館博栄会 函館市 グループホームゆのかわ 障グループホーム（障） 居室増室改修工事 1,458,000 1,090,000 74.7%
20 函　館 （福）函館幸成会 函館市 幸成園 特養老 介護用電動ベッド 1,412,100 1,050,000 74.3%
21 函　館 （福）函館厚生院 函館市 百楽園 特養老 温冷配膳車 6,150,000 3,000,000 48.7%
22 函　館 （福）函館緑風会 函館市 希望ヶ丘学園 障害者支援 送迎用車両 2,500,000 1,870,000 74.8%
23 函　館 （福）禎人会 函館市 シンフォニー 特養老 福祉車両 3,480,000 1,960,000 56.3%
24 函　館 （福）育星園 函館市 函館認定こども園 認定こども園 園庭大型遊具 3,000,000 1,780,000 59.3%
25 函　館 （福）函館松英会 函館市 旭岡保育園 保育所 照明器具LED化改修工事 1,652,400 1,230,000 74.4%

平 成 ２ ９ 事 業 年 度   施 設 整 備 等 助 成 金 交 付 額 一 覧
（単　位　：　円）

総事業費
助　成　金
交　付　額

計16件

計1件
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番号
協 会
県 名 法　人　名 法人所在地 施　設　名 施設の種類 助　成　物　件 助成率総事業費

助　成　金
交　付　額

26 函　館 （福）倶知安福祉会 虻田郡倶知安町 グループホーム羊蹄 認知症共同（老） 福祉車両 3,700,000 2,770,000 74.8%
27 函　館 （福）鵡川慶寿会 勇払郡むかわ町 胆振東部鵡川慶寿苑 特養老 福祉車両 3,450,000 2,580,000 74.7%
28 函　館 （福）追分あけぼの会 勇払郡安平町 華たば 小規模多機能（老） 福祉車両 4,870,000 1,630,000 33.4%
29 函　館 （福）古平福祉会 古平郡古平町 かしわ寮 障グループホーム（障） トイレ改修工事 982,800 730,000 74.2%

合計 12  件 34,858,500 21,340,000 61.2%

30 福　島 （福）篤仁会 福島市 愛日荘園 特養老 送迎用車両 1,756,434 1,310,000 74.5%
31 福　島 （福）多宝会 福島市 宝寿　木村屋 特養老 木製浴槽更新工事 572,400 420,000 73.3%
32 福　島 （福）陽光会 福島市 森の風 小規模多機能・訪問介護（老） 送迎・訪問用車両 1,798,878 1,340,000 74.4%
33 福　島 （福）つばさ福祉会 福島市 父の夢 生活介護（障） 福祉車両 2,570,000 1,500,000 58.3%
34 福　島 （特非）青いそら 福島市 小麦の家 地活支援センター（障） 福祉車両 2,025,340 1,500,000 74.0%
35 福　島 （福）たるかわ福祉会 郡山市 デイサービスセンターみほた 老人デイ 福祉車両 3,953,122 1,540,000 38.9%
36 福　島 （特非）あいえるの会 郡山市 るーとＩＬ 生活介護（障） 福祉車両 2,899,760 1,500,000 51.7%
37 福　島 （特非）郡山のびのび福祉会 郡山市 めばえ学園 児童発達支援（障） 送迎用車両 1,630,000 1,220,000 74.8%
38 福　島 （特非）あんだんて 郡山市 ぽっけⅡ 児童デイ（障） 送迎用車両 1,667,672 1,250,000 74.9%
39 福　島 （福）柳愛会 いわき市 幸寿苑 特養老 食器消毒保管庫 610,200 450,000 73.7%
40 福　島 （福）誠心会 いわき市 みによん 児童発達支援・児童デイ（障） 屋外遊具 1,836,000 1,370,000 74.6%
41 福　島 （福）いわき福音協会 いわき市 カナン村 障害者支援 福祉車両 2,694,000 1,500,000 55.6%
42 福　島 （特非）ゴールデンハープ いわき市 フルクテン 就労継支Ｂ（障） パン製造機器 1,703,657 1,270,000 74.5%
43 福　島 （特非）エル・ファロ いわき市 未来空間 障グループホーム（障） 洗濯機・乾燥機 156,600 110,000 70.2%
44 福　島 （福）いわせ長寿会 須賀川市 いわせ長寿苑 特養老 施設修繕工事 1,490,400 1,110,000 74.4%
45 福　島 （福）恒星会 二本松市 うつくしの丘 特養老 福祉車両 1,833,000 1,370,000 74.7%
46 福　島 （特非）達南精神保健福祉会 伊達郡川俣町 達南精神保健福祉会 地活支援センター（障） 送迎・運搬用車両 1,189,028 890,000 74.8%
47 福　島 （福）棚倉保育園 東白川郡棚倉町 棚倉保育園第一園舎 保育所 園庭遊具 2,736,760 1,500,000 54.8%

33,123,251 21,150,000 63.8%
48 福場外 （特非）みどりの杜福祉会 いわき市 就労支援センター未来ファーム 就労継支Ｂ（障） 乗用草刈機 707,400 530,000 74.9%

707,400 530,000 74.9%
合計 19  件 33,830,651 21,680,000 64.0%

49 新　潟 （福）くびき社会事業協会 上越市 大島デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 4,540,660 1,320,000 29.0%
50 新　潟 （福）さくら園 上越市 南さくら工房 生活介護（障） 福祉車両 4,581,000 1,320,000 28.8%
51 新　潟 （福）笠木保育園 新潟市西区 笠木保育園 保育所 食器洗浄機 880,200 570,000 64.7%

計18件

計1件
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番号
協 会
県 名 法　人　名 法人所在地 施　設　名 施設の種類 助　成　物　件 助成率総事業費

助　成　金
交　付　額

52 新　潟 （福）碩清会 新発田市 たから保育園 保育所 園庭遊具 1,470,528 920,000 62.5%
53 新　潟 （福）村上市社会福祉協議会 村上市 さわらびセンター 老人デイ 福祉車両 3,970,000 1,320,000 33.2%
54 新　潟 （福）しただ 三条市 いっぷく 特養老 福祉車両 2,080,000 1,180,000 56.7%
55 新　潟 （福）愛和福祉会 新潟市東区 牡丹山ひかり保育園 保育所 園庭遊具 2,150,000 1,310,000 60.9%
56 新　潟 （福）まきむら福祉会 上越市 沖見の里 特養老 業務用ガス乾燥機 1,020,600 670,000 65.6%
57 新　潟 （福）沢ねっこ 佐渡市 沢根保育園 保育所 送迎用車両 1,801,647 920,000 51.0%
58 新　潟 （福）板額の里 胎内市 ウエルネス中条 老人デイ・短期・グループホーム 防災用具・物置 373,788 240,000 64.2%
59 新　潟 （福）東蒲原福祉会 東蒲原郡阿賀町 グループホームサンシャイン 障グループホーム（障） 送迎用車両 3,068,208 1,320,000 43.0%
60 新　潟 （福）五泉市社会福祉協議会 五泉市 五泉市村松デイサービスセンター 老人デイ 送迎用車両 1,490,000 850,000 57.0%
61 新　潟 （特非）工房なかさと 十日町市 サポートセンター工房なかさと 生活介護・就労継支Ｂ（障） 除雪機 991,440 640,000 64.5%
62 新　潟 （福）柏崎市保育事業協会 柏崎市 剣野保育園 保育所 ピアノ 836,000 540,000 64.5%
63 新　潟 （福）さかえ福祉会 三条市 さかえの里デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 4,712,291 1,320,000 28.0%
64 新　潟 （福）愛宕福祉会 新潟市北区 デイアクティビティセンターはろはろ 就労継支Ｂ（障） ベイカリーホイロ 2,289,600 1,290,000 56.3%
65 新　潟 （特非）立野福祉会 佐渡市 障がい者就労トレーニングファームチャレンジド立野 就労継支Ｂ（障） 除雪機 843,696 540,000 64.0%
66 新　潟 （特非）ｅばしょ結屋 新潟市西区 結屋 就労継支Ｂ（障） 段差解消機 500,040 320,000 63.9%
67 新　潟 （福）龍和会 新潟市江南区 ひまわり保育園 保育所 駐車場消雪設備設置工事 2,484,000 1,320,000 53.1%
68 新　潟 （福）和順会 新潟市東区 船江保育園 保育所 園舎床・屋外排水管修繕工事 810,000 520,000 64.1%
69 新　潟 （福）上越頸城福祉会 上越市 夕映え耕房 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 7,513,500 1,320,000 17.5%
70 新　潟 （特非）地域のマナビバ　ミナミトピア 三条市 放課後くらぶ　つばさ 児童デイ（障） 送迎用車両 2,557,228 1,320,000 51.6%

合計 22  件 50,964,426 21,070,000 41.3%

71 中　山 （特非）アフタースクール 船橋市 アフタースクール葛飾教室 学童保育 送迎用車両 1,736,556 1,210,000 69.6%
72 中　山 （福）千葉シニア 四街道市 まちの保育園成山 保育所 保育用玩具・絵本・壁掛時計 624,238 430,000 68.8%
73 中　山 （福）佐原めぐみ会 香取市 佐原めぐみ保育園 保育所 園庭用大型遊具 2,974,320 2,000,000 67.2%
74 中　山 （福）育木会 松戸市 秋山学びの保育園 保育所 砂場設置工事 911,304 630,000 69.1%
75 中　山 （福）光楓福祉会 千葉市美浜区 もみじ保育園 保育所 厨房用ガスエアコン更新工事 2,376,000 1,660,000 69.8%
76 中　山 （福）長寿の里 鎌ヶ谷市 いちかわ翔裕園 特養老 全自動洗濯機・乾燥機 2,047,680 1,430,000 69.8%
77 中　山 （福）市川会 市川市 ホワイト市川 特養老 福祉車両 3,327,076 2,000,000 60.1%
78 中　山 （福）康徳会 習志野市 デイサービスセンターあかしや 老人デイ 福祉車両 3,613,089 2,000,000 55.3%
79 中　山 （特非）花かご会 成田市 ぬくもりの里　第２たんぽぽ 児童デイ（障） 送迎用車両 2,588,143 1,810,000 69.9%
80 中　山 （特非）やちまた放課後クラブぶらんこ 八街市 ぶらんｐｏｃｏ 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,800,000 1,250,000 69.4%
81 中　山 （特非）かぜ 柏市 大きな木 生活介護（障） 送迎用車両 2,500,000 1,830,000 73.2%
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82 中　山 （特非）結いの会 館山市 デイサービスセンター結いの会 老人デイ 送迎用車両 2,250,000 1,570,000 69.7%
83 中　山 （特非）基本塾 東金市 基本塾優遊 児童デイ（障） 箱庭療法用具・知能検査器具 512,000 360,000 70.3%
84 中　山 （特非）手打職人集団むげん 柏市 手打職人集団むげん 就労継支Ｂ（障） 厨房機器 1,004,400 700,000 69.6%
85 中　山 （特非）精神保健福祉を支える会ＮＥＷ 銚子市 しおさい 就労移支・就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,237,862 870,000 70.2%
86 中　山 （特非）母里子ネット 茂原市 そらまめホーム 障グループホーム（障） フェンス設置・アスファルト舗装工事 1,985,000 1,380,000 69.5%
87 中　山 （特非）介援隊 印西市 ベルエキップ 障グループホーム（障） 外壁・屋根改修工事 5,490,288 2,000,000 36.4%
88 中　山 （福）星の会 千葉市稲毛区 ワーク＆サポートすばる 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,058,361 1,430,000 69.4%
89 中　山 （特非）真ごころ 柏市 まごころ「とよふた」 児童デイ（障） 送迎用車両 2,486,300 1,720,000 69.1%
90 中　山 （特非）コミュニティワークス 木更津市 ｈａｎａｈａｃｏ　 就労継支Ｂ・生活介護（障） 屋外ストーブ・ドライミスト機器 1,202,774 820,000 68.1%

合計 20  件 42,725,391 27,100,000 63.4%

91 東　京 （福）府中えりじあ福祉会 府中市 西府いこいプラザ 就労継支Ａ・Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 1,195,000 640,000 53.5%
92 東　京 （福）府中西和会 府中市 鳳仙寮 老人デイ 福祉車両 3,240,000 1,050,000 32.4%
93 東　京 （福）茶屋の園 府中市 たちばなの園白糸台 特養老 福祉車両 3,950,000 1,050,000 26.5%
94 東　京 （福）ＡｎｎＢｅｅ 国分寺市 つづきや 障グループホーム（障） 送迎用車両 2,690,000 1,440,000 53.5%
95 東　京 （福）すぎのこ 東久留米市 えいぶる 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 1,160,000 630,000 54.3%
96 東　京 （福）つむぎ 小平市 おだまき 就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,058,735 1,000,000 32.6%
97 東　京 （福）はなゆめ 三鷹市 まぁーる 児童デイ（障） 送迎用車両 2,480,000 1,650,000 66.5%
98 東　京 （福）東京恵明学園 青梅市 東京恵明学園児童部 養護児 送迎用車両 2,249,518 1,490,000 66.2%
99 東　京 （福）日本心身障害児協会 多摩市 島田療育センター 重症心身児 調理用急速冷却・冷凍機 2,376,000 1,330,000 55.9%

100 東　京 （特非）重症心身障害児支援事業メロディ 府中市 児童デイサービスめろでぃ 児童発達支援・児童デイ（障） 福祉車両 2,856,666 1,760,000 61.6%
101 東　京 （特非）百々の木 日野市 リボン 児童デイ（障） 送迎用車両 2,016,789 1,240,000 61.4%
102 東　京 （特非）える・ぽいん 東村山市 える・ぽいん 就労継支Ｂ（障） 製パン工場改修工事 1,181,520 640,000 54.1%
103 東　京 （特非）こまくさの会 昭島市 こまくさ工房 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 980,000 730,000 74.4%
104 東　京 （特非）さくら会 小金井市 グループホームさくら 障グループホーム（障） 送迎用車両 2,330,600 1,190,000 51.0%
105 東　京 （特非）サポート日野 日野市 日野市障害者生活支援センターぴあ・たかはた 相談支援（障） ノートパソコン 456,192 250,000 54.8%
106 東　京 （特非）ひの・Ｉ－ＢＡＳＹＯ 日野市 クリッパーズ 児童デイ・児童発達支援（障） 送迎用車両 2,750,000 1,760,000 64.0%
107 東　京 （特非）ミモザ 中野区 パッソ西東京 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 2,240,422 1,220,000 54.4%
108 東　京 （特非）秋川流域生活支援ネットワーク あきる野市 グループホームひかり 障グループホーム（障） スプリンクラー設置工事 2,732,400 1,080,000 39.5%
109 東　京 （特非）春望 小平市 生活リハビリセンター六三四 生活介護（障） 福祉車両 3,864,191 1,440,000 37.2%
110 東　京 （特非）泰山木 小金井市 手づくり工房たいさんぼく 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,449,821 820,000 56.5%
111 東　京 （特非）東村山手をつなぐ親の会 東村山市 山鳩訓練室 児童デイ・自立訓練（障） 送迎用車両 2,469,957 1,640,000 66.3%
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112 東　京 （特非）暉望 多摩市 グループＴＯＭＯ 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,620,000 1,420,000 54.1%
113 東　京 （特非）麦の家 豊島区 麦の家 地活支援センター（障） 運搬用車両 1,377,110 860,000 62.4%
114 東　京 （特非）スラッシュ 杉並区 スラッシュ 視覚障害者情報提供 点字プリンター 1,215,000 810,000 66.6%

52,939,921 27,140,000 51.2%
115 東場外 （福）フロンティア 豊島区 いけぶくろ茜の里 就労継支Ｂ（障） パン製造機器・ラベルプリンター 1,803,600 970,000 53.7%
116 東場外 （福）あゆみ 北区 ワーク・スペース・ポピー 就労継支Ｂ（障） 電動自転車 110,000 70,000 63.6%
117 東場外 （福）のびのび福祉会 江東区 のびのび共同作業所大地 生活介護（障） 送迎・運搬用車両 2,383,889 1,280,000 53.6%
118 東場外 （特非）親と子 江東区 ふれんどしおはま 生活介護（障） 福祉車両 3,067,890 1,440,000 46.9%
119 東場外 （特非）ハンディキャブ江戸川区民の会 江戸川区 ハンディキャブ江戸川区民の会 移動支援・居宅介護（障） 福祉車両 1,670,000 1,050,000 62.8%
120 東場外 （特非）このは 豊島区 このはの家 就労継支Ｂ（障） ガスオーブン 759,240 410,000 54.0%

9,794,619 5,220,000 53.2%
合計 30  件 62,734,540 32,360,000 51.5%

121 中　京 （福）亀泉会 稲沢市 寿敬園 特養老 福祉車両 4,093,100 2,000,000 48.8%
122 中　京 （福）菱野団地子どもセンター 瀬戸市 ぽっぽ保育園 保育所 スチームコンベクションオーブン 1,026,000 700,000 68.2%
123 中　京 （福）あゆみ会 みよし市 しおみの丘 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 5,606,410 2,600,000 46.3%
124 中　京 （福）豊橋市福祉事業会 豊橋市 豊橋若草育成園 養護児 送迎用車両 2,909,836 2,000,000 68.7%
125 中　京 （福）名古屋厚生会 名古屋市西区 名古屋厚生会館セルプ 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 3,966,000 2,000,000 50.4%
126 中　京 （福）同善福祉会 高浜市 チャレンジサポートたかはま 生活介護・就労継支Ｂ（障） 福祉車両 1,940,000 1,300,000 67.0%
127 中　京 （福）さふらん会 名古屋市中区 シャローム千種 障グループホーム（障） 送迎用車両 2,515,800 1,400,000 55.6%
128 中　京 （福）愛燦会 津島市 長寿の里・十四山 老人デイ 福祉車両 2,800,000 1,500,000 53.5%
129 中　京 （福）名南子どもの家 名古屋市南区 デイサービス星崎 老人デイ 特殊浴槽 2,916,000 2,000,000 68.5%
130 中　京 （福）けやき福祉会 春日井市 第１けやきホームほくと 障グループホーム（障） スプリンクラー設置工事 4,555,008 1,000,000 21.9%
131 中　京 （福）さくら 豊橋市 ふれあい 生活介護（障） 福祉車両 3,658,430 1,500,000 41.0%
132 中　京 （福）知立福祉会 知立市 ほほえみの里 特養老 福祉車両 1,765,570 1,100,000 62.3%
133 中　京 （福）くるみの里福祉会 江南市 くるみの里 就労移支・生活介護（障） 運搬用車両 920,000 650,000 70.6%

38,672,154 19,750,000 51.0%
134 中京外 （福）名古屋ライトハウス 名古屋市昭和区 明和寮 就労継支Ｂ（障） 自動断裁機 5,173,200 2,200,000 42.5%

5,173,200 2,200,000 42.5%
合計 14  件 43,845,354 21,950,000 50.0%

計24件

計1件

計6件

計13件
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135 京　都 （福）やすらぎ福祉会 京田辺市 やすらぎの杜 特養老 福祉車両 1,726,000 870,000 50.4%
136 京　都 （福）淀福祉会 京都市伏見区 淀白鳥保育園 保育所 冷凍冷蔵庫・厨房用エアコン 1,153,764 860,000 74.5%
137 京　都 （福）大江福祉会 福知山市 大江作業所 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 2,188,629 1,200,000 54.8%
138 京　都 （福）桃嶺福祉会 京都市伏見区 羽束師保育園 保育所 厨房機器 1,587,600 870,000 54.7%
139 京　都 （特非）障がい者はあとの会 京都市左京区 デイサービスはあとの会 生活介護（障） 福祉車両 3,600,000 1,900,000 52.7%
140 京　都 （特非）タイム・ワークサポートセンター 京都市右京区 えすぺらんと・α 就労移支・就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 4,884,000 2,000,000 40.9%
141 京　都 （福）あしぎぬ福祉会 京丹後市 満寿園 養護老 送迎用車両 2,753,177 1,460,000 53.0%
142 京　都 （福）洛西福祉会 京都市西京区 くつかけ七彩の家 特養老 福祉車両 1,485,000 800,000 53.8%
143 京　都 （福）ミッションからしだね 京都市山科区 からしだねワークス 就労継支Ａ（障） 騒音・振動測定機器 1,454,004 800,000 55.0%
144 京　都 （特非）ゆいまある 京都市北区 ゆいまあるレストラン 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,750,000 1,460,000 53.0%
145 京　都 （福）三福福祉会 木津川市 デイサービスうめみの丘 老人デイ 福祉車両 2,658,859 1,390,000 52.2%
146 京　都 （福）長楽会 綴喜郡宇治田原町 サンビレッジ宇治田原 特養老 福祉車両 1,767,986 930,000 52.6%
147 京　都 （福）九十九福祉会 京都市伏見区 ピノキオ保育園 保育所 乳児棟連絡通路改修工事 796,068 550,000 69.0%
148 京　都 （福）太陽福祉会 京丹後市 デイサービスセンター海山園 老人デイ 送迎用車両 3,010,312 1,420,000 47.1%
149 京　都 （福）松花苑 亀岡市 ワークスおーい 就労継支Ｂ・生活介護（障） 福祉車両 3,297,887 1,770,000 53.6%
150 京　都 （福）花ノ木 亀岡市 花ノ木医療福祉センター 重症心身児・療養介護（障） 送迎用車両 2,341,510 1,350,000 57.6%
151 京　都 （福）大幸福祉会 大阪府柏原市 まどか保育園 保育所 園舎屋上防水工事 4,174,200 1,500,000 35.9%
152 京　都 （特非）パーソナルサポートひらかた 大阪府枚方市 障害者労働センター 就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,712,574 1,310,000 35.2%
153 京　都 （福）大阪狭山博悠会 大阪府大阪狭山市 陽だまりの丘 特養老 福祉車両 3,330,000 1,310,000 39.3%
154 京　都 （福）松風福祉会 大阪府松原市 きらきら 特養老 福祉車両 2,040,640 1,250,000 61.2%
155 京　都 （福）コスモス 大阪府堺市東区 ふれあいの里かたくら 生活介護・就労継支Ｂ（障） 福祉車両 6,743,030 1,500,000 22.2%
156 京　都 （福）光会 大阪府泉佐野市 上之郷保育園 認定こども園 食器洗浄機 918,000 590,000 64.2%

58,373,240 27,090,000 46.4%
157 京場外 （福）与謝郡福祉会 与謝郡与謝野町 岩滝あじさい苑 特養老 福祉車両 1,600,000 650,000 40.6%
158 京場外 （福）ひびき福祉会 大阪府東大阪市 サンプレイスひびき 生活介護（障） 送迎用車両 2,744,667 1,300,000 47.3%

4,344,667 1,950,000 44.8%
合計 24  件 62,717,907 29,040,000 46.3%

159 阪　神 （福）吉川福祉会 三木市 さざんかの郷 特養老 介護用電動ベッド 1,792,800 900,000 50.2%
160 阪　神 （福）三恵会 姫路市 三恵城山こども園 認定こども園 園庭遊具 2,997,000 1,620,000 54.0%

計22件

計2件
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161 阪　神 （福）みつわ福祉会 姫路市 キャッシル真和デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 1,572,770 800,000 50.8%
162 阪　神 （福）広峰福祉会 姫路市 広峰保育園 認定こども園 送迎用車両 6,446,270 2,230,000 34.5%
163 阪　神 （福）あすなろ福祉会 尼崎市 あすなろ保育園 保育所 幼児用テーブル・椅子 863,719 450,000 52.1%
164 阪　神 （福）みのり 赤穂市 みのり大地 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 1,483,180 890,000 60.0%
165 阪　神 （福）千鳥会 淡路市 ほほえみ 特養老 設置型入浴リフト・ポリバス 949,104 480,000 50.5%
166 阪　神 （福）あいむ 姫路市 どんぐりの里 児童発達支援・児童デイ（障） 送迎用車両 3,734,900 2,000,000 53.5%
167 阪　神 （福）明星寮 神戸市長田区 めいせい 小規模保育 運搬用車両 1,107,800 600,000 54.1%
168 阪　神 （福）芳友 神戸市北区 にこにこハウス医療福祉センター 療養介護（障） 福祉車両 3,598,300 1,000,000 27.7%
169 阪　神 （福）松風会 加古川市 三芳苑 特養老 福祉車両 3,500,000 900,000 25.7%
170 阪　神 （福）晋栄福祉会 大阪府門真市 宝塚ちどり 特養老 福祉車両 3,880,000 1,400,000 36.0%
171 阪　神 （福）宝成会 宝塚市 宝塚シニアコミュニティ 特養老 福祉車両 3,675,228 1,300,000 35.3%
172 阪　神 （福）萬年青友の会 宝塚市 はなみずき保育園分園 保育所 放送用機器 819,000 300,000 36.6%
173 阪　神 （福）豊中福祉会 大阪府泉大津市 ローズガーデン甲子園 特養老 福祉車両 3,750,440 1,000,000 26.6%
174 阪　神 （福）尼崎武庫川園 西宮市 第１松の園 就労継支Ｂ・生活介護（障） 分別用大型ゴミ箱 146,880 110,000 74.8%
175 阪　神 （福）渡洋会 西宮市 夙川宝プリスクール 認定こども園 幼児用温暖便座・ひな段 735,264 390,000 53.0%
176 阪　神 （福）惠愛園 西宮市 オレンジ西宮 障害者支援 送迎用車両 2,131,323 1,000,000 46.9%
177 阪　神 （福）岡町福祉会 大阪府松原市 新堂保育園 保育所 組立プール 1,462,320 460,000 31.4%
178 阪　神 （福）金剛朋友会 大阪府大阪狭山市 ルンビニ保育園 保育所 プール用循環式ろ過機 580,000 300,000 51.7%
179 阪　神 （福）高屋福祉会 大阪府羽曳野市 高屋保育学園 認定こども園 幼児用椅子 771,120 410,000 53.1%
180 阪　神 （福）天宗社会福祉事業会 大阪市平野区 天宗清見台園 保育所 幼児用机・椅子 830,000 300,000 36.1%
181 阪　神 （福）光久福祉会 大阪府大阪狭山市 梅の里保育園 保育所 電子ピアノ・木琴 310,680 230,000 74.0%
182 阪  神 （福）豊昌福祉会 大阪府柏原市 みずほ保育園 保育所 哺乳瓶殺菌庫・園庭遊具 401,400 300,000 74.7%
183 阪　神 （福）天野山保育園 大阪府河内長野市 天野山保育園 保育所 送迎用車両 5,871,100 1,200,000 20.4%
184 阪　神 （福）心和福祉会 大阪府南河内郡太子町 松の木保育園 保育所 園庭遊具 540,000 400,000 74.0%
185 阪　神 （福）大阪府衛生会 大阪府高槻市 希望の杜 情緒障害児 送迎用車両 1,880,000 1,100,000 58.5%
186 阪　神 （福）わかくさ福祉会 大阪府高槻市 わかくさ障害者作業所 生活介護（障） 福祉車両 1,953,970 1,200,000 61.4%
187 阪　神 （福）都島友の会 大阪市都島区 こども発達サポートステーションそれいゆ 児童発達支援（障） 送迎用車両 6,700,000 1,260,000 18.8%
188 阪　神 （福）共和福祉会 大阪市平野区 万寿苑 特養老 福祉車両 3,894,101 1,560,000 40.0%
189 阪　神 （福）大阪愛保会 大阪市西区 新町保育園 保育所 折りたたみ式アルミ製ステージ 659,000 470,000 71.3%
190 阪　神 （福）すぎな福祉会 大阪市平野区 すぎな保育園 保育所 送迎用車両 3,936,601 500,000 12.7%

72,974,270 27,060,000 37.0%計32件
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191 阪場外 （福）南河学園 大阪府柏原市 南河学園 養護児 スチームコンベクションオーブン 1,485,000 1,100,000 74.0%
192 阪場外 （福）みおつくし福祉会 大阪市天王寺区 北中本保育所 保育所 室内遊具・ベンチ 427,000 210,000 49.1%

1,912,000 1,310,000 68.5%
合計 34  件 74,886,270 28,370,000 37.8%

193 九　州 （福）貴船会 北九州市小倉南区 デイサービスセンターことぶき 老人デイ 福祉車両 2,015,100 900,000 44.6%
194 九　州 （福）菅生会 北九州市小倉南区 春吉園 特養老 車椅子対応手洗い設備増設工事 3,294,000 1,800,000 54.6%
195 九　州 （特非）光楽園 北九州市小倉南区 おひさまいっぱい光楽園 保育施設 園舎・園庭改修工事 4,682,835 2,000,000 42.7%
196 九　州 （福）愛香会 北九州市小倉北区 デイサービスセンター愛香苑 老人デイ 福祉車両 3,500,000 1,700,000 48.5%
197 九　州 （福）片野会 北九州市小倉北区 片野保育園 保育所 ゴムチップ舗装工事 840,000 500,000 59.5%
198 九　州 （福）西教会 北九州市小倉北区 西教寺保育園 保育所 保育室空調機更新工事 1,144,800 500,000 43.6%
199 九　州 （福）恵康会 北九州市門司区 ひかりの丘 特養老 リクライニング車いす 900,000 500,000 55.5%
200 九　州 （福）のぞみ会 北九州市門司区 白野江保育園 保育所 屋上防水・相談室・ウッドデッキ増築工事 2,990,066 1,400,000 46.8%
201 九　州 （福）北九州あゆみの会 北九州市戸畑区 ヘルパーステーションあゆみ 居宅介護（障） 訪問用車両 970,000 500,000 51.5%
202 九　州 （福）八健会 北九州市若松区 若松ケアハウス 軽費老 送迎用車両 1,501,047 680,000 45.3%
203 九　州 （福）天光会 大牟田市 天光園グループホーム 認知症共同（老） 福祉車両 1,510,000 910,000 60.2%
204 九　州 （福）慈久福祉会 みやま市 地域生活応援センターやまさん 児童デイ・生活介護（障） 福祉車両 2,458,077 1,360,000 55.3%
205 九　州 （特非）宇美町障がい者共同作業所福祉工房わかくす 糟屋郡宇美町 福祉工房わかくす 障共同作業所 運搬用車両 1,220,000 650,000 53.2%
206 九　州 （特非）障がい者ＹＹくらぶ 遠賀郡芦屋町 障がい者ＹＹくらぶ 地活支援センター（障） 送迎・運搬用車両 2,980,000 1,530,000 51.3%
207 九　州 （福）天馬福祉会 田川郡糸田町 サンハイム豊寿園 特養老 福祉車両 3,770,000 1,770,000 46.9%
208 九　州 （福）誠慈会 田川郡大任町 誠慈学園 養護児 送迎用車両 2,760,000 1,460,000 52.8%
209 九　州 （福）豊徳会 田川郡福智町 きらり 児童発達支援（障） 送迎用車両 3,370,000 1,770,000 52.5%
210 九　州 （福）福寿会 田川郡福智町 なごみの丘 認知症共同（老） 福祉車両 1,749,610 1,020,000 58.2%
合計 18  件 41,655,535 20,950,000 50.2%

497,877,386 252,180,000 50.6%馬主協会合計　２１０件

計2件
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211 青　森 （福）心輝会 十和田市 ほなみ保育園 保育所 送迎用車両 3,220,000 2,400,000 74.5%
212 青　森 （福）中央福祉会 青森市 三思園 特養老 福祉車両 1,800,000 1,250,000 69.4%
213 青　森 （特非）夢の里 青森市 「希望」蓬田 就労継支Ａ（障） 送迎用車両 1,400,000 1,000,000 71.4%
214 青　森 （福）しらかば福祉会 青森市 しらかば保育園 保育所 障害児用手押し型車いす 149,040 110,000 73.8%

6,569,040 4,760,000 72.4%

215 岩　手 （福）カシオペア障連 二戸市 はあとすぽっと 児童デイ（障） 事業所建物改修工事 4,860,000 3,180,000 65.4%
216 岩　手 （特非）ムーヴメント 紫波郡矢巾町 とくたん 児童発達支援（障） 門扉等改修工事 1,067,040 800,000 74.9%
217 岩　手 （福）慈愛会 宮古市 赤前保育園 保育所 太陽光発電蓄電システム 1,134,000 780,000 68.7%

7,061,040 4,760,000 67.4%

218 宮　城 （福）田尻福祉会 大崎市 かごぼうの里 特養老 介護用電動ベッド 6,463,800 1,640,000 25.3%
219 宮　城 （福）迫川会 栗原市 ぎんなん荘 老人グループホーム 床改修工事 4,104,000 2,000,000 48.7%
220 宮　城 （福）静和会 亘理郡山元町 みやま荘 特養老 福祉車両 1,815,780 1,360,000 74.8%

12,383,580 5,000,000 40.3%

221 秋　田 （福）澪標会 秋田市 かんば学童教室 学童保育 送迎用車両 3,175,000 1,250,000 39.3%
222 秋　田 （福）榮寿苑福祉会 南秋田郡八郎潟町 うたせ苑 特養老 福祉車両 4,336,158 1,250,000 28.8%
223 秋　田 （福）八森峰浜ふくし会 山本郡八峰町 海光苑デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 4,275,230 1,250,000 29.2%
224 秋　田 （福）水交会 仙北郡美郷町 後三年鴻声の里 障害者支援 居室テレビユニット取付工事 1,436,400 1,010,000 70.3%

13,222,788 4,760,000 35.9%

225 山　形 （福）東平田福祉会 酒田市 あずま 老人デイ 渡り廊下改修工事 1,371,600 1,020,000 74.3%
226 山　形 （福）あゆみ育成会 東根市 あゆみ保育園 保育所 フェンス改修工事 900,000 670,000 74.4%
227 山　形 （福）かくほう 鶴岡市 もみの木 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 2,370,902 1,770,000 74.6%
228 山　形 （福）双葉会 南陽市 ござっとこ家 小規模多機能（老） 福祉車両 1,891,040 1,300,000 68.7%

6,533,542 4,760,000 72.8%

計3件

計4件

計4件

計3件

平 成 ２ ９ 事 業 年 度   施 設 整 備 等 助 成 金 交 付 額 一 覧

（単　位　：　円）

総事業費
助　成　金
交　付　額

計4件
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229 茨　城 （福）宗仁会 取手市 北相寿園 特養老 給湯用ボイラー更新工事 2,700,000 950,000 35.1%
230 茨　城 （福）鹿島育成園 鹿嶋市 鹿島育成園児童寮 知障児 全自動洗濯機・汚物除去機 2,598,480 920,000 35.4%
231 茨　城 （福）リベルテ 土浦市 サンホーム真壁 特養老 ナースコールシステム更新工事 5,821,200 2,660,000 45.6%
232 茨　城 （福）青洲会 土浦市 こほく 老人デイ 福祉車両 3,530,000 1,240,000 35.1%

14,649,680 5,770,000 39.3%

233 栃　木 （福）千駒会 大田原市 おおたわら保育園 保育所 折りたたみ式避難車 1,080,500 800,000 74.0%
234 栃　木 （福）正栄会 宇都宮市 南の里 軽費老 福祉車両 2,330,000 1,620,000 69.5%
235 栃　木 （福）みずほの福祉会 宇都宮市 エバーグリーンみずほの 軽費老 介護用ベッド 1,119,480 830,000 74.1%
236 栃　木 （福）慈生会 東京都中野区 マ・メゾン光星 障害者支援 送迎用車両 2,200,660 1,550,000 70.4%

6,730,640 4,800,000 71.3%

237 群　馬 （福）二之沢愛育会 高崎市 愛育乳児園 乳児院 送迎用車両 1,760,000 1,090,000 61.9%
238 群　馬 （特非）ソーシャル みどり市 街なか作業所にっこにっこ倶楽部 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,600,000 1,560,000 60.0%
239 群　馬 （福）日輪 前橋市 ラスター 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,950,000 1,170,000 60.0%
240 群　馬 （福）ゆずりは会 前橋市 かたばみ 就労継支Ａ（障） 農業用パイプハウス設置工事 1,903,754 950,000 49.9%

8,213,754 4,770,000 58.0%

241 埼　玉 （福）向日葵会 所沢市 デイサービスセンターひまわり 老人デイ 福祉車両 1,840,000 1,240,000 67.3%
242 埼　玉 （福）寛友会 越谷市 コスモ越谷 軽費老 福祉車両 2,950,000 2,080,000 70.5%
243 埼　玉 （福）創和 入間市 創和ユニット 就労移支・就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 2,104,087 1,460,000 69.3%

6,894,087 4,780,000 69.3%

244 神奈川 （福）よるべ会 小田原市 梅香園 生活介護・自立訓練（障） 福祉車両 2,701,431 1,880,000 69.5%
245 神奈川 （福）翔の会 茅ヶ崎市 studio UZU 生活介護（障） 福祉車両 3,540,000 2,030,000 57.3%
246 神奈川 （福）湘南の凪 逗子市 もやい 生活介護（障） 福祉車両 3,700,000 2,150,000 58.1%

9,941,431 6,060,000 60.9%

247 富　山 （特非）まいど家 富山市 ＢＲＯＳ 就労継支B（障） 十割そば製麺機 849,960 610,000 71.7%
248 富　山 （福）毅行福祉会 滑川市 中加積保育園 保育所 あずま屋（遊び小屋）設置工事 1,879,200 1,290,000 68.6%
249 富　山 （福）秀愛会 富山市 あゆみの郷 児童デイ（障） 福祉車両 2,293,650 1,580,000 68.8%

計3件

計4件

計3件

計4件

計4件
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250 富　山 （福）ＹＧ 小矢部市 イエローガーデン石動 特養老 福祉車両 1,930,000 1,330,000 68.9%
6,952,810 4,810,000 69.1%

251 石　川 （福）能輝人 鳳珠郡能登町 能輝人 訪問介護（老） 福祉車両 4,480,000 2,360,000 52.6%
252 石　川 （福）あゆみ保育園 金沢市 あゆみ保育園 保育所 遊戯室床コーティング工事 1,599,000 840,000 52.5%
253 石　川 （特非）ハッピーホーム 金沢市 ハッピーホーム 認知症共同（老） システムキッチン改修工事 1,706,400 890,000 52.1%
254 石　川 （公財）石川県母子寡婦福祉連合会 金沢市 ＭＣハイツ平和 母子生活支援 防炎遮光カーテン・手洗取付工事 1,728,000 910,000 52.6%

9,513,400 5,000,000 52.5%

255 福　井 （福）げんきの家 福井市 げんきの家 生活介護・就労継支Ｂ（障） 倉庫改修工事 1,658,523 510,000 30.7%
256 福　井 （特非）ハートオブマインド 鯖江市 丸山事業所 就労継支Ａ（障） 運搬用車両 3,430,600 1,060,000 30.8%
257 福　井 （福）福授園 鯖江市 福授園御幸事業所 就労継支Ｂ（障） レジスター・ラベルプリンター 678,240 210,000 30.9%
258 福　井 （特非）福祉ネットこうえん会 福井市 クリーンねっと若狭 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 3,174,352 980,000 30.8%
259 福　井 （福）慶長会 福井市 ふれ愛園 養護児 送迎用車両 3,340,774 1,030,000 30.8%
260 福　井 （福）あすなろ会 福井市 あたご 特養老 福祉車両 1,730,000 530,000 30.6%
261 福　井 （福）高志福祉会 福井市 ハートワーク 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,440,000 440,000 30.5%

15,452,489 4,760,000 30.8%

262 山　梨 （福）正寿福祉会 甲府市 憩いホーム緑町 老人デイ・短期 福祉車両 2,718,920 1,300,000 47.8%
263 山　梨 （福）和人会 甲府市 トリアス 特養老 福祉車両 1,905,000 910,000 47.7%
264 山　梨 （特非）かしのみ 甲府市 かしのみ作業所 就労継支B（障） 送迎用車両 1,468,902 700,000 47.6%
265 山　梨 （福）泉茅会 甲斐市 （仮称）めぐみ双葉 特養老 福祉車両 2,450,000 1,170,000 47.7%
266 山　梨 （特非）甲斐志麻の里ファーム 甲斐市 甲斐志麻の里ファーム 就労継支Ｂ・就労移支（障） 送迎・運搬用車両 1,300,000 620,000 47.6%
267 山　梨 （福）和告福祉会 甲府市 和告寮 養護老 風除室・屋外洗面所設置工事 1,738,800 820,000 47.1%

11,581,622 5,520,000 47.6%

268 長　野 （福）しあわせ 千曲市 クロスロード白馬 就労継支Ｂ（障） 除雪機 1,420,200 1,000,000 70.4%
269 長　野 （福）廣望会 長野市 アートカフェCoCo 生活介護（障） 送迎用車両 1,738,858 800,000 46.0%
270 長　野 （福）松川村社会福祉協議会 北安曇郡松川村 松川村社協　指定通所介護事業所　 老人デイ 福祉車両 4,757,336 2,960,000 62.2%

7,916,394 4,760,000 60.1%

計4件

計4件

計7件

計6件

計3件
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271 岐　阜 （福）香徳会 関市 せきこもれび 特養老 福祉車両 2,167,000 1,620,000 74.7%
272 岐　阜 （福）万灯会 羽島市 にっこり羽島 児童デイ（障） 福祉車両 3,660,000 2,740,000 74.8%
273 岐　阜 （特非）縁がわ 飛騨市 縁がわ 老人福祉 除雪機 679,320 500,000 73.6%

6,506,320 4,860,000 74.6%

274 静　岡 （福）美芳会 富士市 すどデイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 1,557,760 1,060,000 68.0%
275 静　岡 （福）デンマーク牧場福祉会 袋井市 ディアコニア 特養老 食器洗浄機 640,440 460,000 71.8%
276 静　岡 （福）飛翔の会 御殿場市 グループホーム
やまいも 障グループホーム（障） 防災用テント 325,940 240,000 73.6%
277 静　岡 （福）三島市社会福祉協議会 三島市 さわじ作業所 就労継支B（障） 運搬用車両 1,270,000 850,000 66.9%
278 静　岡 （福）正廉会 牧之原市 海山荘 特養老 福祉車両 1,706,630 1,180,000 69.1%
279 静　岡 （福）天竜厚生会 浜松市天竜区 しんぱらの家ショートステイ 老人短期 福祉車両 1,412,000 980,000 69.4%

6,912,770 4,770,000 69.0%

280 三　重 （福）ユートピア 四日市市 四日市ユートピアハウス 軽費老 送迎用車両 1,387,400 1,010,000 72.7%
281 三　重 （福）鈴風会 鈴鹿市 すずかぜ 生活介護（障） 福祉車両 1,880,000 1,340,000 71.2%
282 三　重 （福）青松園 津市 青松園 特養老 福祉車両 1,630,000 1,160,000 71.1%
283 三　重 （福）高田福祉事業協会 津市 高田慈光院 養護老 送迎用車両 2,160,000 1,270,000 58.7%

7,057,400 4,780,000 67.7%

284 滋　賀 （福）ひかり会 守山市 守山学園 養護児 業務用乾燥機 1,352,246 900,000 66.5%
285 滋　賀 （福）湖北会 長浜市 湖北相談処すだち 相談支援（障） 訪問用車両 1,158,000 740,000 63.9%
286 滋　賀 （福）湖南会 守山市 蛍の里 障害者支援 福祉車両 2,170,000 1,000,000 46.0%
287 滋　賀 （福）友愛 守山市 三宅デイサービスセンター 老人デイ 送迎用車両 2,534,971 1,000,000 39.4%
288 滋　賀 （特非）ふれあいワーカーズ 野洲市 ふれあいワーカーズ 就労継支Ｂ・生活介護（障） 送迎・運搬用車両 1,346,000 870,000 64.6%
289 滋　賀 （福）出合いの家 野洲市 第二出合いの家 就労継支Ｂ（障） 福祉車両 2,724,534 1,000,000 36.7%

11,285,751 5,510,000 48.8%

290 大　阪 （福）我孫子バプテスト福祉会 大阪市住吉区 あびこひかり保育園 保育所 スチームコンベクションオーフ゛ン 1,490,000 1,110,000 74.4%
291 大　阪 （福）聖森会 大阪府寝屋川市 はたのさと 就労継支Ｂ・生活介護（障） 屋上防水工事 2,430,000 1,380,000 56.7%
292 大　阪 （福）堺あすなろ会 大阪府堺市南区 堺あすなろ園 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,620,000 1,280,000 48.8%
293 大　阪 （福）大阪ＹＭＣＡ 大阪府東大阪市 ＹＭＣＡサンホーム 特養老 調理用急速冷却機 1,575,000 990,000 62.8%

8,115,000 4,760,000 58.6%

計6件

計4件

計6件

計4件

計3件
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294 奈　良 （福）寧楽ゆいの会 奈良市 こもれび 自立訓練（障） 訪問・送迎用車両 1,069,769 740,000 69.1%
295 奈　良 （福）橿原市手をつなぐ育成会 橿原市 橿原市福祉作業所 生活介護（障） 福祉車両 1,700,000 1,260,000 74.1%
296 奈　良 （福）清光会 桜井市 秀華苑 特養老 福祉車両 2,170,000 1,550,000 71.4%
297 奈　良 （福）ならのは 奈良市 ならのは 老人デイ 業務用食器洗浄機 1,120,000 840,000 75.0%
298 奈　良 （福）在友会 北葛城郡上牧町 フレンズまきば・あぐり 就労継支Ｂ（障） 耕運機 500,000 370,000 74.0%

6,559,769 4,760,000 72.5%

299 和歌山 （福）芳春会 和歌山市 ウイズ 生活介護・就労継支B（障） 送迎用車両 2,670,000 1,400,000 52.4%
300 和歌山 （福）つわぶき会 和歌山市 つつじが丘苑 就労移支・就労継支B（障） 産業用インクジェットプリンター 972,000 620,000 63.7%
301 和歌山 （福）桃の木会 紀の川市 ローズ桃山 障グループホーム（障） 監視カメラ設備 1,198,800 790,000 65.8%
302 和歌山 （福）山水会 紀の川市 三幸園 就労継支B（障） 製パン成形機・冷蔵庫 853,200 560,000 65.6%
303 和歌山 （福）貴桃会 紀の川市 たんぽぽ作業所 生活介護（障） 送迎用車両 3,231,128 1,400,000 43.3%

8,925,128 4,770,000 53.4%

304 鳥　取 （特非）十人十色 鳥取市 ７８９（なんやこの）作業所 就労継支Ｂ（障） 米貯蔵庫格納小屋建設工事 1,396,907 860,000 61.5%
305 鳥　取 （特非）さくらんぼ 鳥取市 さくらんぼ 児童デイ・生活介護（障） 除雪機 496,000 350,000 70.5%
306 鳥　取 （特非）サポートイルカ 米子市 サポートイルカ 就労継支Ｂ・生活介護（障） 食品乾燥機 1,000,000 720,000 72.0%
307 鳥　取 （特非）メルヘン福祉会 西伯郡伯耆町 ゆめ工房２１ 就労継支Ｂ（障） パン製造機器 845,640 620,000 73.3%
308 鳥　取 （福）祥和会 西伯郡南部町 祥福園 施設支援・生活介護（障） 介護用電動ベッド 1,360,800 860,000 63.1%
309 鳥　取 （特非）みんなの家 鳥取市 かえるクラブ 児童デイ（障） 福祉車両 1,644,000 1,000,000 60.8%
310 鳥　取 （特非）和の輪 八頭郡智頭町 智頭作業所 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 2,630,000 1,000,000 38.0%

9,373,347 5,410,000 57.7%

311 島　根 （福）嵩見保育所 松江市 嵩見保育所 保育所 玄関改修工事 1,436,400 900,000 62.6%
312 島　根 （福）七尾福祉会 益田市 七尾苑 老人デイ 福祉車両 4,100,000 900,000 21.9%
313 島　根 （福）ほほえみ福祉会 益田市 吉田こども園 認定こども園 食器消毒保管機 1,555,200 900,000 57.8%
314 島　根 （福）金太郎の家 出雲市 麦の家 生活介護・就労継支Ｂ（障） 福祉車両 1,630,000 900,000 55.2%
315 島　根 （福）松江福祉会 松江市 本庄保育所 保育所 厨房用エアコン 486,000 330,000 67.9%
316 島　根 （福）わかば会 邑智郡美郷町 ジョイワークみさと 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,271,174 830,000 65.2%

10,478,774 4,760,000 45.4%

317 岡  山 （福）恭和会 井原市 ケアハウス四季が丘 軽費老 福祉車両 1,615,000 800,000 49.5%
318 岡　山 （福）笠岡市社会福祉事業会 笠岡市 かさおか 就労継支Ｂ・就労移支（障） 送迎用車両 3,112,400 1,550,000 49.8%

計6件

計5件

計5件

計7件



－18－

交付
番号

協 会
県 名 法　人　名 法人所在地 施設名 施設の種類 助　成　物　件 助成率総事業費

助　成　金
交　付　額

319 岡　山 （特非）発達支援ネットワークつむぎ 高梁市 つむぎ吉備中央 児童発達支援・児童デイ（障） 新規事業所改修工事 5,276,866 2,410,000 45.6%
10,004,266 4,760,000 47.5%

320 広　島 （福）静和会 府中市 府中静和寮 特養老 居室・廊下照明設備ＬＥＤ化工事 2,376,000 1,780,000 74.9%
321 広　島 （福）芙蓉の家 福山市 さぽーと 老人デイ 福祉車両 1,905,682 1,300,000 68.2%
322 広　島 （福）聖恵会 竹原市 ライフサポートホーム聖恵 施設支援（障） 福祉車両 3,649,444 2,330,000 63.8%

7,931,126 5,410,000 68.2%

323 山　口 （特非）愛心 山口市 ライフサポート愛心 児童デイ（障） 送迎用車両 2,900,000 2,000,000 68.9%
324 山　口 （福）礼和会 下関市 すみれの丘 就労継支B（障） 送迎用車両 2,640,000 1,980,000 75.0%
325 山　口 （福）山陽福祉会 山陽小野田市 ななせ 特養老 福祉車両 4,440,000 1,610,000 36.2%

9,980,000 5,590,000 56.0%

326 徳　島 （福）みらい 徳島市 
ワークステーション未来 就労移支（障） 送迎用車両 1,230,000 920,000 74.7%
327 徳　島 （福）徳島蒼生福祉会 板野郡北島町 徳島北障害者支援センター 就労移支・就労継支B（障） 送迎用車両 1,465,000 1,020,000 69.6%
328 徳　島 （特非）美馬心の健康を考える会 美馬市 
美馬地区共同作業所やよい寮 地活支援センター（障） 送迎・運搬用車両 1,102,000 820,000 74.4%
329 徳　島 （福）徳島県身体障害者連合会 徳島市 眉山園 障害者支援 運搬用車両 1,440,000 1,020,000 70.8%
330 徳　島 （福）池田博愛会 三好市 池田学園 障害児入所 電解水生成装置 1,328,400 990,000 74.5%

6,565,400 4,770,000 72.6%

331 香　川 （特非）きぼうの木 高松市 ふたば 児童デイ・児童発達支援（障） トイレ・台所・洗面所改修工事 980,912 730,000 74.4%
332 香　川 （福）千周会 善通寺市 明日香 特養老 福祉車両 3,950,000 2,290,000 57.9%
333 香　川 （福）津田福祉会 さぬき市 さわやかホーム 特養老 福祉車両 1,419,510 820,000 57.7%
334 香　川 （福）鵜足津福祉会 綾歌郡宇多津町 高瀬荘そよかぜ 障害者支援 送迎用車両 2,717,800 1,570,000 57.7%

9,068,222 5,410,000 59.6%

335 愛　媛 （福）大洲幸楽園 大洲市 大洲幸楽園 救護 業務用脱水洗濯機 1,976,400 1,470,000 74.3%
336 愛　媛 （福）きらりの森 松山市 ここいろ 就労移支・生活介護（障） 福祉車両 1,654,000 1,100,000 66.5%
337 愛　媛 （福）和泉蓮華会 松山市 アルムの里 自立訓練・就労移支（障） プレハブ冷蔵庫設置工事 1,598,400 1,180,000 73.8%
338 愛　媛 （福）さくら保育園 西条市 さくら保育園 保育所 園庭遊具 639,360 470,000 73.5%
339 愛　媛 （福）わかば会 新居浜市 わかば共同作業所 生活介護・就労継支Ｂ（障） 業務用冷凍冷蔵庫 459,000 340,000 74.0%
340 愛　媛 （福）聖風会 西条市 ちゅうりっぷ 地活支援センター（障） ミシン 270,000 200,000 74.0%

6,597,160 4,760,000 72.1%計6件

計3件

計5件

計4件

計3件

計3件
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341 高　知 （福）安芸二葉慈愛協会 安芸市 安芸和光寮 母子生活支援 ２階浴室改修工事 1,512,000 1,130,000 74.7%
342 高　知 （福）同朋会 高岡郡佐川町 さくらの森学園 情緒障害児 児童居室改修・空調設備工事 3,074,133 1,960,000 63.7%
343 高　知 （福）十津福祉会 高知市 十津保育園 保育所 食器消毒保管庫・園庭遊具 1,667,200 1,250,000 74.9%
344 高　知 （特非）あさひ会 高知市 あさひ共同作業所 就労継支Ｂ（障） 剥線機 572,400 420,000 73.3%

6,825,733 4,760,000 69.7%

345 佐　賀 （福）蓮花の会 杵島郡白石町 蓮の実 地活支援センター（障） テーブル・椅子・折りたたみベッド・ホワイトボード 2,980,692 1,660,000 55.6%
346 佐　賀 （福）ルンビニ福祉会 嬉野市 ルンビニこども園 認定こども園 送迎用車両 4,390,000 1,380,000 31.4%
347 佐　賀 （福）寿楽園 三養基郡基山町 寿楽園 養護老 送迎用車両 1,097,594 820,000 74.7%
348 佐　賀 （福）コスモス会 鳥栖市 コスモス夢工房 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 1,200,000 900,000 75.0%

9,668,286 4,760,000 49.2%

349 長　崎 （福）三和福祉会 長崎市 椿が丘こども園 認定こども園 送迎用車両 3,100,000 1,000,000 32.2%
350 長　崎 （福）八幡会 雲仙市 ワークハウスはちまん 就労継支Ｂ・生活介護（障） 送迎用車両 3,400,000 1,000,000 29.4%
351 長　崎 （福）三恵会 長崎市 和みの里 就労継支Ｂ・相談支援（障） 送迎・運搬用車両 1,266,000 690,000 54.5%
352 長　崎 （福）翁寿会 南島原市 デイサービスセンター玉成園 老人デイ 福祉車両 1,660,000 920,000 55.4%
353 長　崎 （福）南有会 南島原市 デイサービスセンター心春 老人デイ 福祉車両 1,605,165 910,000 56.6%
354 長　崎 （福）値賀の里 北松浦郡小値賀町 養寿園 特養老 福祉車両 1,550,000 900,000 58.0%

12,581,165 5,420,000 43.0%

355 熊　本 （福）白久寿会 阿蘇郡南阿蘇村 水生苑 特養老 送迎用車両 1,120,000 400,000 35.7%
356 熊　本 （特非）愛々舎 葦北郡芦北町 すくすく学童クラブ 学童保育 送迎用車両 3,164,300 2,370,000 74.8%
357 熊　本 （福）熊本いのちの電話 熊本市中央区 電話相談センターＫＩＮＤ館 相談事業 通話録音装置 810,000 600,000 74.0%
358 熊　本 （福）弘仁会 天草市 障害者サポートセンターゆうすい 障害者支援 浴室改修工事 2,080,620 1,000,000 48.0%
359 熊　本 （福）西方寺福祉会 水俣市 中央保育園西芳寺 認定こども園 送迎用車両 3,525,700 1,040,000 29.4%

10,700,620 5,410,000 50.5%

360 大　分 （福）泰然会 中津市 かえで 特養老 福祉車両 4,493,490 1,330,000 29.5%
361 大　分 （特非）おおいた子ども支援ネット 大分市 みらい 児童自立支援 送迎用車両 1,188,000 890,000 74.9%
362 大　分 （特非）ぴいあ 中津市 心の駅 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,132,000 840,000 74.2%
363 大　分 （福）ラポ－ル 大分市 マルシェ 就労継支Ｂ・就労移支（障） 送迎用車両 950,000 710,000 74.7%
364 大　分 （特非）はいだて 豊後大野市 はいだて 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 1,327,000 990,000 74.6%

9,090,490 4,760,000 52.3%

計5件

計5件

計4件

計6件

計4件
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365 宮　崎 （特非）パトリ 宮崎市 こすもす 児童デイ（障） 送迎用車両 1,660,000 1,150,000 69.2%
366 宮　崎 （特非）ハートインりずみっく 宮崎市 らるご 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,900,000 1,420,000 74.7%
367 宮　崎 （福）あじさいの里 都城市 あじさいの里 就労移支・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,690,000 1,440,000 53.5%
368 宮　崎 （福）藤慶会 延岡市 カンナ工房 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,100,000 750,000 68.1%

7,350,000 4,760,000 64.7%

369 鹿児島 （特非）若葉会 鹿児島市 ワーク支援センター芽吹き 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,413,500 1,060,000 74.9%
370 鹿児島 （福）小湊福祉会 南さつま市 正信寺保育園 保育所 避雷針設備設置工事 3,024,000 2,020,000 66.7%
371 鹿児島 （福）ウイズ福祉会 薩摩川内市 おじゃったモールさつま川内館 就労継支Ｂ・就労移支（障） 送迎・運搬用車両 1,049,000 780,000 74.3%
372 鹿児島 （特非）ワークショップくりの実の家 姶良郡湧水町 ワークショップくりの実の家 地活支援センター（障） 送迎用車両 1,208,875 900,000 74.4%

6,695,375 4,760,000 71.0%

373 沖　縄 （福）伊集の木会 那覇市 那覇学園 障害者支援 業務用洗濯乾燥機 2,310,768 970,000 41.9%
374 沖　縄 （福）沖縄県社会福祉事業団 那覇市 いしみね救護園 救護 福祉車両 2,480,610 970,000 39.1%
375 沖　縄 （福）まつみ福祉会 豊見城市 花日和 小規模多機能（老） 福祉車両 1,680,000 1,000,000 59.5%
376 沖　縄 （福）養秀福祉会 那覇市 琴の音保育園 保育所 陶芸用大型電気窯 1,595,160 970,000 60.8%
377 沖　縄 （福）名護学院 名護市 郷 障害者支援 送迎用車両 1,567,670 940,000 59.9%
378 沖　縄 （特非）沖縄県脊髄損傷者協会 浦添市 障がい者ＩＴサポートおきなわ 就労継支Ａ（障） パソコン・関連機器 840,127 610,000 72.6%

10,474,335 5,460,000 52.1%

342,362,734 190,240,000 55.5%
840,240,120 442,420,000 52.6%

府県合計　１６８ 件
 総合計　  ３７８ 件

計4件

計6件

計4件
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